


早稲田大学日本語教育学会 

■学会設立の経緯と研究大会の目的 
 本学会は早稲田大学大学院日本語教育研究科の開設年度の 2001 年に早稲田大学にお

ける日本語教育の発展と日本語教育を通じた社会貢献を目指して、大学院日本語教育研

究科と日本語研究教育センター（当時）の教員と学生によって設立されました。 
 早稲田大学の日本語教育の歴史は 20 世紀初頭に中国留学生を受け入れたときに始ま

ります。その後、早稲田大学は入学する多くの外国人留学生に日本語学習の機会を提供

してきました。これまで多くの教職員が、大学開学以来の学の独立と理想を求め、進取

の精神を持ち続けることで、世界各地から来学する外国人研究者・留学生と交流し勉学

を支える日本語教育を発展させてきました。 
 本学会の背景には、このような早稲田大学における日本語教育の長い歴史と実績があ

ります。それらを踏まえ、かつ最先端の実践研究の知見を取り入れ、日本語教育学研究

を発展させることを目的として、本学会は、年 2 回（3 月の春季大会、9 月の秋季大会）

の学会主催の研究大会を開催しております。 
 この大会では、早稲田大学大学院日本語教育研究科および日本語教育研究センターの

教員（非常勤講師含む）、大学院修了生、大学院生などの会員による日頃の日本語教育実

践研究の成果が発表されます。会員は早稲田大学だけではなく、日本および世界各地の

教育機関等に所属しており、研究大会には世界の日本語教育が集結し、相互の研鑽を積

む機会となっています。 

■ 本学会への入会のすすめ 
 本学会は、2022 年現在、会員数は約 1178 名（2022 年 2 月 28 日時点）で、毎年、会員が

増加しています。ぜひ、日ごろの授業実践、研究を相互研鑚できる場として活用いただきた

く、入会をお勧めいたします。会員資格、入会の方法等は以下の通りです。 
 
 【会員資格】 
• 早稲田大学大学院日本語教育研究科専任教員、及び日本語教育研究センター専任教員 
• 早稲田大学日本語教育研究センター及び日本語教育研究科助手、助教 
• 早稲田大学大学院日本語教育研究科大学院生、及びその修了生 
• 早稲田大学大学院日本語教育研究科、及び日本語教育研究センターの任期付教員、非常

勤講師、インストラクター（非常勤）、外国人研究員 
• 本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者。但し、上記の資格がない者は、現会員 1 名の

紹介と会長（または副会長）の承認を得ること 
 

 【入会方法】 

入会申込書は、19号館 8階（802号室）の日本語教育研究科助手室に用意しております。  
入会申込書にご記入の上、郵便振替（00180-1-89602）にて会費をお振込みください。 

 学生会員 2000円（終身会費） 一般会員 3000円（終身会費） 
 
■ その他 
• 2018 年度秋季大会より、研究大会の予稿集（全文）を学会 HP 上に公開しておりま

す。詳しくは学会 HPもご覧ください。HP：http://www.gsjal.jp/wnkg/ 
• 2018 年度秋季大会以前の予稿集の閲覧をご希望の方は、学会事務局までお問い合わ

せください。（wnkg-jimukyoku@list.waseda.jp） 
  
皆様のご入会を心よりお待ち申し上げます。 
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会場：Zoom 
 



 
早稲田大学日本語教育学会 2022年 春季大会プログラム 

 

【開催日時】 2022年 3月19日（土）13:00～16:10 
【会 場】 Zoom（URLは3月16 日(水)に参加申込者にメールにて送付） 
【参加費】 無料（会員による事前申し込み制） 

 

 

13:00～13:10【開会式】  
 

13:20～13:50【ポスター発表】 
発表題目 

①日本語教師の実践コミュニティの変容 
─対話に対する姿勢の変容から─ 
 
 

伊藤茉莉奈 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程）  

②案内・規制のためのサインのわかりやすい
表現とは 
―作り手としての市民への調査からー 
 

髙橋英一 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程）  

③学習リソースとしての日本語で語られた
ストーリー 
―初級の成人学習者の事例から― 
 

本間淳子 
（東洋大学人間科学総合研究所） 

 

14:00～14:30【口頭発表Ⅰ】 
発表題目 

④大学院留学生の研究室コミュニティへの参
加プロセスと「ことば」の学び 
ー自己エスノグラフィーを通してー 
 
 

邊希眞 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程）  

⑤ソーシャルネットワーキングサービスを用
いた日本語教師間の学び合いコミュニティ
の可能性と評価 
―Facebookを利用した実践からー 
 

李紀源 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程修了生） 

⑥慰めのコミュニケーションに対する認識の
考察 
 
 

 
紀潔 

（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程）  
 

14:40～15:10【口頭発表Ⅱ】 
発表題目 

⑦留学生を支援する留学生スタッフの学び 
ー役割と参加の観点からー 
 
 
 

七海美和子 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程修了生） 

⑧介護施設における連携・協働関係の構築を 
考える 
ー日本語教育の観点からー 
 

 
渡辺和音 

（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程）  

 

15:20～15:50【口頭発表Ⅲ】 
発表題目 

⑨ケースメソッド授業において内省は必要か 
ー経営学ケースメソッド実践者へのイン
タビューをもとにー 
 
 

アドゥアヨム・アヘゴ 希佳子 
（宝塚大学東京メディア芸術学部） 

⑩日本語教育は難民申請者に対する日本語支
援にどのように関われるか 
ー神奈川県鎌倉市の難民申請者支援施設を
事例としてー 

 
大年萌音 

（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程）  

 
16:00～16:10【総会】 
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日本語教師の実践コミュニティの変容 

─対話に対する姿勢の変容から─ 

伊藤茉莉奈（早稲田大学大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 

 
1.研究背景と研究目的 

 日本語教育において、「音声教育」の捉え方に対する議論や対話の不足が指摘されている

（たとえば、小河原・河野 2009）。学習者や日本語母語話者の音声をどう捉えるのか、その

音声に対してなぜそのアプローチをとるのか、といった、方法論の基盤となるべき教育理念

が共有されないまま、方法論が発展してきているという現状がある。それゆえ、教師養成や

研修といった教師教育の場においても、音声と名のつくものは理論と方法論のレクチャー

とトレーニングになっている場合が多い。こうした教師教育の背景には、一方から他方への

知識や技能の伝達という、個体能力主義に基づく教育観がある。しかし、日本語教師教育に

おいて、個体能力主義に基づく「教師トレーニング」から、状況的アプローチ 1に基づく「教

師の成長」へと研究動向が拡張している。そして、教師個人の変容にとどまらない、実践コ

ミュニティ 2の変容が注目されている。本研究の目的は、同僚教師 2 名の対話の場を実践コ

ミュニティとし、その変容を縦断的に分析し、考察を述べることである。 
 

2.研究概要 

本研究では、さりー先生と筆者という同窓の同僚教師の実践コミュニティを研究対象と

した。本コミュニティの対話のテーマは、日本語教育の文脈における、音声そのものと音声

に対するアプローチであった。2 名の教師の 2019 年 3 月から 2021 年 3 月にかけての計 4
回のインタビュー形式の対話を、研究対象のデータとする。本研究は、解釈主義の認識論に

立脚し、人びとの語りに意味づけをおこなうことで、実践コミュニティの変容を描き、読者

に提供するという立場をとる。分析の際は、ウド・クカーツ（2018）の、テーマ中心の質的

テキスト分析の七つの分析プロセスを踏襲し、MAXQDA ソフトを使用した。 
 

3.結果と考察 

 本研究の分析結果から、さりー先生も筆者も積極的に対話に関わっていったという姿勢

の変容がみられた。1 回目のインタビューの際は、筆者が質問し、さりー先生がそれに答え

るという場面が多く、さりー先生＝インタビュイー、筆者＝インタビュアーという役割を担

っていた。しかし、回を追うごとにさりー先生が筆者に問いかけ、筆者が語る場面が増え、

インタビューという形式に囚われない自然な対話の場となっていった。 
 こうしたコミュニティ内の役割と場の変容は、対話における話題の広がりと深まりとい

う変容と同時に起こっていた。1 回目のインタビューでは、実践の理念・方法・対象につい

て多く語られた。そして、実践の理念・方法・対象を自身の経験と関連づけて語られる場面

も多く見られた。2 回目のインタビューからは、それまでに語られた内容を振り返る語りが
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見られ、社会が抱える課題についても話題に上るようになり、話題が広がったといえる。そ

して、対話が進む中で、それぞれの話題の深まりも見られた。たとえば実践の理念と方法に

関し、2 人が「音声」と「関係性」にそれぞれ異なる点から着目していることが浮き彫りに

なり、『音声をことばや内容と切っても切り離せないものとして扱っている』（二重鍵括弧内

は発話データからの抜粋）という、共通する捉え方を構築した。また、実践に結びついた経

験に関し、『一斉授業では全体が見られない』という葛藤から、さりー先生と筆者の理念の

異なりが構築された。さりー先生は教師としての経験が積み重なったことで『一人ひとりの

心のうちも知りたく』なり、『個別指導のほうがいいんじゃないか』と考えるようになった。

一方、筆者は日本語教師を始めたときから『一人ひとりをすごく見ちゃって』学習者全員と

1 対 1 で関係性を築こうとしていたという異なりの構築が変容として現れた。 
 

4.結論：音声をテーマとする実践コミュニティの深まり 

 本研究では、音声をテーマとした対話を通じた実践コミュニティの変容として、対話に対

する姿勢が積極的になったことと、話題の広がりと深まりを描いた。こうした実践コミュニ

ティの深まりという変容のあり方は、コミュニティのメンバーの学びや実践の変容に繋が

るだろう。理論や方法論の話題に終始しがちな音声をテーマとする教師教育においても、実

践コミュニティにおける、対話を通じた学び合いという視点を取り入れることで、教育理念

に意識を向けた学びや実践の変容が実現できるのではないだろうか。 
 

注 

1.個体能力主義と対峙する、「活動の媒介性、知識の文脈性、意味の交渉性を強調する立場」

の総称（石黒 1998）。 
2.「あるテーマに関する関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、持続

的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」（ウェンガーほか 2002）。 
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曜社 
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案内・規制のためのサインのわかりやすい表現とは 

―作り手としての市民への調査から― 

髙橋英一（早稲田大学大学院日本語教育研究科 修士課程） 

 

1.研究目的 
案内板や掲示板などの総称であるサインについては、これまで主に工学系の分野におい

て研究が行われてきた。本研究では、赤瀬（2013）の定義を援用し、案内・規制のためのサ

インを扱った。案内・規制のためのサインは公共空間における円滑な移動や危険の回避など

のために重要な役割を果たしているが、日本語能力や文化の差などによって日本語非母語

話者にとってわかりにくい内容のサインが多く存在している。今回、日本語母語話者だけで

なく日本語非母語話者にとってもわかりやすいサインを作成するために、案内・規制のため

のサインを作成する際の表現に関する市民の意識を明らかにすることを目的として研究を

行った。本研究の行ったサインを作成する際の市民の意識についての研究は、管見の限り行

われていない。また、本研究は、既存の研究であまり着目されてこなかった日本語の表現に

言及した。峯（2008）は「「いいたいことをあえて表現せず、他の表現でそれをほのめかす」

という意味での曖昧表現」（p.24）である「ほのめかし」表現が、「交通標識のような一見対

人的配慮が必要ないように思える場面にも用いられている」（p.24）と述べている。本研究

では、ほのめかし表現を間接的な表現、それ以外の伝えたい内容をそのまま表現しているも

のを直接的な表現とし、両表現方法について着目した。 
 

2.調査方法 
本研究では、アンケート調査を行った。協力者は日本在住の日本語母語話者 23 名と日本

在住の日本語非母語話者 21 名（日本語の読むレベルは自己評価で CEFR の B1 以上）の 20
代から 50 代の計 44 名である。協力者は専門的にサイン作成に携わっていないが、誰もが

サイン作成に携わる可能性があるという考えに基づき、作り手になった場合の意識を聞い

た。質問①は、禁煙についての 5 つの表現（１禁煙、2 タバコを吸うな、3 タバコを吸わな

いでください、4おタバコはご遠慮ください、5タバコを吸うと他の人のご迷惑となります、

6 どれもわかりやすくない）の中でどの表現を選ぶか質問した。質問②は、ポイ捨て禁止に

ついての実際のサインについて、伝え方などが異なる 4 つのサインを示し、どれがわかり

やすいか質問した（質問①、質問②どちらも複数選択可）。 
 

3.調査結果 
アンケート結果を、日本語母語話者と日本語非母語話者で分け、それぞれカイ二乗検定を

行い、有意差（p < 0.05）が認められたため、どの項目が有意差に付与しているのかを調べ

るために残差分析を行った。その結果、質問①では、直接的な表現である禁止表現「禁煙」
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は日本語母語話者、日本語非母語話者ともに統計的に有意に選択され、同じく直接的な表現

である命令表現「タバコを吸うな」は日本語母語話者に統計的に有意に選択されないことが

明らかになった。質問②では、ピクトグラムや絵を使用しているサインが多く選択される結

果となった。また、日本語と英語の 2 言語表記になっており、表現が直接的な情報量の少な

いサインも多く選択された。質問①と質問②の結果から、間接的な表現よりも直接的な表現

が選択される傾向が見られたが、直接的であっても命令表現は日本語母語話者にとって選

択されない傾向があることがわかった。 
 
4.結論 
本研究は作り手としての意識を聞いたが、これには受け手としてどのように考えている

かということが反映されていると考えられる。つまり、直接的な表現でサインを作成したい

（してほしい）と考えている人が多いということである。しかし、峯（2008）で日本の交通

標識は間接的な表現が多いと述べられているように、現状のサインの表現方法と市民の意

識が乖離していることがわかった。 
例外として、直接的な表現である命令表現「タバコを吸うな」が日本語母語話者に統計的

に有意に選択されなかった。宇佐美（2013）は、日本語をやさしい日本語に書き換える際

に、作成者に文章の品位を保障しようとする意識が働くことを明らかにしたが、サイン作成

においても同様の意識が働いたと推測できる。しかし、作り手として表現の使用はためらわ

れるが、受け手にとってはわかりやすい表現である可能性もあるため、本調査で判断のでき

なかった日本語非母語話者の命令表現に対する意識とともに、今後調査の余地がある。 
以上の結果から、わかりやすいサインは直接的な表現であると考えられる。市民の意識と

実際のサインの表現に乖離があることから、今後サインの表現を見直す必要があると考え

られる。しかし、命令表現のように日本語母語話者が好まない表現があるなど、どんな表現

を使うかによっても伝わり方が異なるため、今回調査できなかった表現なども含めてどの

ような表現がよりわかりやすい表現なのかを詳細に調査、検討することが求められる。 
 

参考文献 
赤瀬達三（2013）『サインシステム計画学 公共空間と記号の体系』鹿島出版会 

宇佐美洋（2013）「「やさしい日本語」を書く際の配慮・工夫の多様なあり方」庵功雄・イ,ヨンスク・森篤

嗣（編）『「やさしい日本語」は何を目指すか 多文化共生社会を実現するために』第 12 章、ココ出版、

pp.219-236 

峯正志（2008）「交通標識における日本語の「ほのめかし」表現」『金沢大学留学生センター紀要』11、pp.23-

34 

 
タカハシ エイイチ（eiichi0126@fuji.waseda.jp） 



6 
 

学習リソースとしての日本語で語られたストーリー  
－初級の成人学習者の事例から－ 

本間淳子（東洋大学 人間科学総合研究所） 
 
1.研究の背景と目的 
初級の日本語学習者にとって、文法の学習と語彙の拡張に加え、複雑な表記の体系は大き

な負担である。初級の授業では「教科書の提示順」、すなわち、教授者が決定した順番で学

習が進められる。しかし、小林（2009）は、「語彙教育と文法教育」には「それぞれ独立し

たリスト」があり、両者間に「有機的な連携はほとんど見られない」こと、さらに、「初級

文法シラバスには、実際の言語運用が十分に反映されていない」ことを指摘している。 
学習者は、語彙・文法に表記を加えた 3 つのリストを学ぶことになるが、漢字（表記）へ

の着目が文法と語彙を統合する結節点になると考える。有限個の常用漢字（2136 字）を日

本語学習の全体像として、また、和語動詞（一字で動詞の読み方がある約 800 字）を見取

り図として提示するためのリストの着想を得た。全体像と見取り図によって学習者自身が

位置取りを確認しつつ、自信を持って学習の見通しを立てられる（本間 2013）と考える。 
本研究では、ある成人学習者が日本語で語ったストーリーを用いて、初級の文法・語彙、

さらに和語動詞を媒介した実践例について報告し、学習リソースとしての可能性について

検討することを目的とする。 
 

2.実践の概要 
 調査協力者 D さんは英語圏出身の成人学習者で、観光で 2 回来日後、日本語学習を始め

たという。その後、都内の大学に半年間、留学し日本語クラスを受講した。発表者は当該ク

ラス（「みんなの日本語初級Ⅱ」使用、15 週間の対面授業）のチームティーチングの 1 コマ

を担当した。D さんは日本語学習の継続を強く希望し、コース終了後、発表者は必要な手続

きを経て聞き取りを行い、Dさんの帰国後、定期的にZoomミーティングを行ってきた（2020
年 4 月～2021 年 11 月に 70 回）。Zoom ミーティングでは日本語・英語で自由に話し合い、

双方にとって「授業」ではない。冗談めかして「study-holic」と自称している。D さんの了

承を得た上で、発表者は「完全な参与者」として参与観察を行い、フィールドノーツを記録

している（B5版ノートで 5冊）。発表者は、一部を文字化（初級漢字使用、ルビ付き、文法

の注あり）し、翌週に読み合わせてきた（約 600 字×90枚）。なお、調査協力者・関係者の

プライバシーの保護を最優先するため、最低限の情報のみを記している。 
 
3.結果 
 D さんと発表者の Zoom ミーティングは、大きく「①1～25 回：D さんの語るストーリ

ー」「②26～33 回：移行期」「③34～70 回：JLPTN3準備期」の 3つの時期に分けられる。 
D さんが「インターネット上のサイトを見て JLPT 受験の準備をしている」と言ったこ
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とから、発表者は文型のための例文ではなく「学習者に固有の日常的実践」（本間 2004）で

受験準備をすることを提案し、いわゆる N3 の文法項目で D さんのストーリーをリライト

した。「文法リスト」を作成して送付すると、D さんは「英語訳」をつけて練習を始めた。

D さんと相談しながら、発表者は「ストーリー版（初級レベル）」「ストーリー版（N3レベ
ル）」「漢字語彙の紹介」「各漢字の解説」の音声入りパワーポイントを作成し、動画サイト

で共有した。D さんは自習を続け、「練習問題」ではほぼ 100％正答した。 
以上の「文法リスト」「音声入りパワーポイント」「練習問題」等は Zoom ミーティング開

始時から作成が予定されていたわけではない。自由に話し合い、自分たちのニーズを満たす

ために工夫を重ね、利用可能なツールを駆使して、創り出されたものである（実物の一部を

ポスター発表で紹介予定）。 
 
4.考察 

D さんと発表者の Zoom ミーティングが続いてきた理由には、「ゆるやかな設定（義務・

強制ではない）」「楽しいから」「環境（デジタルツール）の整備」「社会情勢の変化（2020 年

以降の遠隔／非対面／オンラインミーティングの一般化）」などが挙げられよう。 
D さんは「日本語を学びたい」「また日本に住みたい」と何度も述べている。一方、発表

者は「教育機関での課程修了後の学び」に関心があり、前例のない状況に日々直面する日本

語教育の現場での問題解決には、調査研究者自身をも含めた変容が必要（本間 印刷中）だ

と考えている。その解決ツールの１つとして和語動詞リストを作成中であるが、それにも大

きな示唆が得られた。当初は、漢字学習を漢語語彙の学習ととらえており、その後、和語動

詞を文型学習につなげようと計画してきた。この実践を通して、D さんのストーリーという

学習者の生きている社会的な文脈によってこそ、語彙・文法・表記という 3 つのリストが継

ぎ目なくつなげられることが示されたと考える。 
 
参考文献 
三省堂編修所編（2019）『新しい国語表記 第八版』三省堂 

小林ミナ（2009）「「基本的な文法項目」とは何か」水谷修監修『日本語教育の過去・現在・未来 第 5 巻 

文法』凡人社、pp.40-61 

本間淳子（2004）「日本語学習者の語る日常的実践－初級のビジネス関係者の事例－」財団法人言語文化 

研究所『日本語教育研究』47 号、pp.83-93 

本間淳子（2013）「外国人の母親たちにとってのネットワーク活動の意義－十全的参加者としてのアイデ 

ンティティ形成過程に即して－」『日本語教育』第 155 号、pp.159-174 

本間淳子（印刷中）「KJ 法」異文化間教育学会編『異文化間教育事典』明石書店（ページ未定） 

＊本研究の一部は、科学研究費補助金（20K22249、代表：本間淳子）の助成を受けたものである。 

 

ホンマ ジュンコ（junkohomma2012@gmail.com） 
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大学院留学生の研究室コミュニティへの参加プロセスと「ことば」

の学びー自己エスノグラフィーを通してー 

邊希眞（早稲田大学大学院日本語教育研究科 修士課程） 

 
1.はじめに 

1.1.研究背景 
日本国内の留学生数は増加しており、大学院の留学生数も増加の推移が見られている。こ

れを踏まえ、日本の高等教育機関で留学生と日本人学生の関わりの増加も明らかである。こ

のような高等教育機関の状況について、舘岡（2015）は「留学生と日本人学生がともに助け
合って学び合える環境を創出すること－共生化こそグローバル大学における喫緊の課題」

（p.62）だと主張している。	
筆者は、留学生と日本人学生がこの「学び合いの場」を一緒に創り、留学生もコミュニテ

ィの一員として役割を担い、「ことば」を学んでいくと考える。留学生は、学内のサークル、

寮、アルバイト先など多様なコミュニティに関わっており、どのコミュニティに最も深く関

わっているかは留学生それぞれ違うと考えられる。留学生は新しいコミュニティに参加す

る中で、人間関係、アイデンティティなど多様な不安を感じる。特に、研究室や授業など大

学院でのコミュニティでは議論、発表などがあるため、大学院留学生は「ことば」、つまり、

日本語と関わる不安を抱くのではないだろうか。特に、「日本語教育学」を専門とする大学

院留学生である筆者は、日本語にどのように向き合っているのか、自ら自分の日本語を考え

ることは、一日本語学習者として、また、日本語教育学の専攻生としての成長のために重要

だと言える。そこで、筆者自身の経験を振り返り、その語りを対象にし、研究室コミュニテ

ィへの参加やそこでの「ことば」の学びについて考えていきたい。	

1.2.研究目的 
本研究の目的は、研究室という大学院での実践コミュニティ（以下、研究室コミュニティ）

への参加を通して、日本の大学院留学生が得る「ことば」の学びとは何かを、当事者である

筆者の語りを通して明らかにすることである。 
RQ1：筆者は研究室コミュニティにどのように参加したか。 
RQ2：研究室コミュニティへの参加のプロセスで、筆者のアイデンティティはどのように

変容したか。 
RQ3：研究室コミュニティへの参加において、筆者の「ことば」の捉え方はどのように変

容したか。 
 

2.大学院留学生のコミュニティへの参加 
本研究では、「研究室」という実践コミュニティを対象にし、その中でも「ゼミ」という

実践活動を中心に扱う。なぜなら、研究室では同じ研究分野に関心、熱意を持つ人々が集ま

り、「ゼミ」などを通してあるテーマについて議論し、知識を深めていくためである。 
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現在まで大学院におけるコミュニティへの参加に関する研究は盛んに行われてきた（ソ

ーヤー 2006、郭 2019など）。ソーヤー（2006）は理系の研究室に所属している交換留学
生と修士 1 年の留学生を対象に調査を行い、二人のコミュニティへの参加やアクセスの成
功・失敗の原因を分析し、「フォーマルな活動とインフォーマル活動の相互補完的な関係を

明らかに」（ソーヤー 2006：116）した。また、郭（2019）は「日本の大学院の実践共同体

に参加する初期段階における学習過程」（p.17）に関して研究を行い、「自律性を発揮し、徐々

に勉強の仕方を学んだり、人間関係を構築したりしながら、自分なりの大学院生としてのア

イデンティティを作り上げた」（p.40）と考察している。これらの留学生のコミュニティへ

の参加に関する研究はアクセス、人間関係、アイデンティティなどの問題を中心としてお

り、「ことば」の学びには焦点が当てられていない。そこで、本研究では、「日本の大学院留

学生」であり、研究室コミュニティに参加する当事者である筆者の語りを通して、研究室コ

ミュニティへの参加プロセスを通した「ことばの学び」について考察する。 
 

3.研究方法 
本研究では、「自己の文化の中の自分自身の経験を対象化して、自己について再帰的にふ

り返り、自己―他者の相互行為を深く理解しようとする」（エリス＆ボグナー 2006：137）
自己エスノグラフィー研究方法を用いた。その理由は、当事者が経験する中で振る舞いでは

現れない様々な考え及び変容の過程を詳しく扱うためである。また、筆者自身が自分の経験

を言語化することで、研究室コミュニティへの参加や自己に対する理解を深めることがで

きる。 
 

4.自己エスノグラフィーを通した結果と考察 
4.1.RQ1 の結果と考察 

筆者の研究室コミュニティへの参加は「正統的周辺参加」（レイヴ＆ウェンガー 1993）
に基づき、「周辺的参加」から「十全的参加」に至るプロセスが見られた。筆者の研究室コ

ミュニティへの参加は 2 学期目に経験した研究室の先輩との関わりを基点として、大学院

１学期目から 2学期目前半まで「周辺的参加」を、2学期目後半から 3学期目に「十全的参

加」をする様子が見られた。1学期目から 2学期目前半までの筆者は、コミュニティへの参

加において「単一の核」、つまり、正しい振る舞い方を身につけるために研究室コミュニテ

ィの構成員を無批判に観察・模倣することを通して「周辺的参加」をしていた。しかし、こ

のような様子は、研究室の先輩とのやりとりを通して、筆者自身がコミュニティの一員とし

て自他共に認められ、「十全的参加」へと変化した。「十全的参加」をした 2学期目後半から

3学期目には、コミュニティの一員として参加の頻度を増やし、参加する領域を広げていっ

た。 
4.2.RQ2 の結果と考察 

研究室コミュニティへの参加で、筆者のアイデンティティは５段階で変容し、筆者の研究  
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室コミュニティの捉え方や筆者が考える筆者のコミュニティの中での立ち位置・役割も変

容したことがわかった。以下の表 1は、その変容の内容である。 
 

表 1 アイデンティの５段階変容 

 
 
表 1の「筆者のアイデンティティ」は、筆者自身が考える研究室コミュニティの中でのア
イデンティティを形像化したものである。円形は筆者が上下関係などを意識していないコ

ミュニティであり、三角形は筆者がコミュニティの中での上下関係を意識していることを

表している。また、第５段階の円形の中の線は、第 1 段階から第 4 段階までではコミュニ

ティの中での自分の立ち位置の境界はっきりした筆者のアイデンティティとは違い、コミ

ュニティへの参加において参加の頻度・領域を広げて行った「十全的参加」の様子を表した

ものである。つまり、「実践の文化を自分のものにする機会に恵まれ」（レイヴ＆ウェンガー

1991/1993：77）たことである。 
4.3.RQ3 の結果と考察 

筆者の「ことば」の捉え方は、RQ1 での「周辺的参加」から「十全的参加」に至るプロ

セスと共に変化したことが明らかになった。研究室コミュニティへの参加の前半（1学期目

〜2 学期目前半）には、「正しい日本語」及び上下関係による「正解」があるように「こと

ば」を捉えていた。しかし、後半（2学期目後半〜3学期目）には、コミュニティの中で使

われる「ことば」やコミュニティの構成員との「ことば」のやりとりを通して学びを得てい

ることに気づいた。そこで、構成員間の新しい学びは「ことば」によって生み出され、また、

「ことば」は他者とのやりとりの中で作っていくものだと「ことば」を捉え直した。 
4.4.総合考察 

以上 4.1.から 4.3.を踏まえ、以下では、本研究の目的である「研究室コミュニティへの参
加を通した「ことばの学び」とは何か」について考察する。「日本の大学院留学生」である

筆者が、研究室コミュニティに参加することで得た「ことばの学び」とは「日本語教育観の

広がり」であり、これは 2つの観点から説明できる。まず、1 点目は「日本語教育学の専攻
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生」の観点からである。「ことば」を用いて行われるゼミなどの実践活動に参加し、日本語

教育に関する多様な内容について他の構成員と議論し、筆者の日本語教育観を「ことば」を

用いて表現した。また、その中で、他者の日本語教育観とぶつかりあい、「私の日本語教育

観」を考え直す過程で日本語教育観が広がった。また、2 点目は「日本語学習者」の観点か

らである。筆者が一日本語学習者として研究室コミュニティに参加することで、「ことば」

とは他者との対話の中で作っていくものという言語観を自ら体験し、その体験を通して気

づき、そこで筆者の日本語教育観を捉え直し広げたことである。 
 

5.おわりに 
以上、大学院留学生の研究室コミュニティへの参加について筆者自身の経験を筆者の語

りを通して述べ、「ことばの学び」に焦点を当て考察を行った。考察の結果、筆者の研究室

コミュニティへの「周辺的参加」から「十全的参加」のプロセスが明らかになった。また、

そのプロセスで、筆者のアイデンティティは 5 段階で変容し、「ことば」の捉え方も新しい

言語観をコミュニティの中で体験することで変容したことがわかった。このような参加の

プロセスと変容を踏まえ、「日本の大学院留学生」の筆者の「ことばの学び」とは、「日本語

教育観の広がり」であることが明らかになった。どの留学生でもコミュニティへ参加しなが

ら「ことばの学び」は得ると考えるが、「日本語教育学」を専門とする留学生として、自分

を対象に「ことばを学ぶということは何か」についてメタ的に考える能力までできたことで

ある。今後は、個人が複数のコミュニティに同時に参加していることを踏まえ、複数のコミ

ュニティへの参加を通した大学院留学生の学びを明らかにし、研究を広げていきたい。 
 

参考文献 
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レイヴ・ジーン＆ウェンガー・エティエンヌ（1993）『状況に埋め込まれた学習―正統的周辺参加―』佐伯

胖（訳）、東京：産業図書 

 

ビョン ヒジン（aquariusgirl9502@akane.waseda.jp） 
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ソーシャルネットワーキングサービスを用いた日本語教師間の学び

合いコミュニティの可能性と評価 

―Facebookを利用した実践から― 
李紀源（早稲田大学大学院日本語教育研究科 修士課程修了） 

 

1.問題の所在と本研究の目的 

日本語教師の質向上が求められている状況の中で、日本語教師になった後も、学び合い続

ける必要があるとともにそのための環境を確保することが重要である（舘岡 2016、藤原ほ

か 2020 など）。しかし、現在は、日本語教育現場がボランティアと非常勤教師によって支

えられ、日本語教師が日本語教師になった後で継続的に学べる環境が確保できていないと

いう現状である（文化庁 2018、嶋田 2019 など）。 

その一方で、近年のソーシャルネットワーキングと ICT 技術の発達に伴い、日本語教師

の間では、日本語教育に関わる集まる者がソーシャルネットワーキングサービス（以下では

SNS と略す）上のコミュニティに参加し、授業などに関わる情報交換を行うという動きが

見られるようになった。しかし、このような新な学びの「環境」はいまだ多く注目されてい

ない。金田（2006）は「日本語教師の研修が、一定期間どこかに通って行うようなものでは

なく、もっと広い概念で捉え、『教師の成長を促す機会』としての研修について、今後検討

していく必要」（p.41）である点を指摘した。つまり、日本語教師の成長を促す機会がどこ

か「教育機関内」における研修を受けるような形式だけではなく、いかなる場面においても

相互の成長を支えて「教育機関外」の学び合える環境にも重視すべきである。 

教師の成長については、佐藤（2015）は「教師は一人では成長しない。専門家として学び

成長する教師は、モデルとなる先輩から学び、同僚の仲間と学び合い、後輩の成長を支援す

ることで学びあって成長している。教師の専門家としての成長の質は、その教師が帰属して

いる専門家共同体の質に依存している」（p.120）と論じている。つまり、教師が共同体の中

で仲間と学び合うことで、成長していくということである。すなわち、教師の成長を促すた

め、このような学び合う共同体を構築するのは不可欠である。また、学び合う共同体を構築

する方法として、対話が有効できることを示す研究として、舘岡（2016）、太田ほか（2014）

などが挙げられる。いずれも、学び合う実践共同体・学び合いコミュニティを構築する方法

として対話の場が有効であると示唆した。 

以上のことから、日本語教師が成長するため、学校内での同僚との学び合い共同体の形成

が不可欠であるといえる。そして、学び合う実践共同体・学び合いコミュニティを構築する

方法として対話の場が有効でかつ必要であると推論できる。しかし、日本語教師を取り巻く

課題の一つは日本語教育現場がボランティアと非常勤教師によって支えられ、同僚と対話

する機会、および、学び合いの場がないという点である。そこで、本研究は、いつでもどこ

でも学び会える SNS を利用し、日本語教師たちが対話を通して、問題解決をする場を設け

て、学び合いコミュニティを構築しデザインし、さらに SNSを用いた日本語教師間の学び
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合いの可能性を考察する。よって、SNS における教師間の学び合いの可能性を明らかにす

るため、筆者は以下の二つの研究課題を設定した。 

課題 1:日本語教師参加者は Facebook「日本語教師学び合いコミュニティ」をどのように

評価しているか  

課題 2:日本語教師にとって、Facebook「日本語教師学び合いコミュニティ」はどのよう

な学びの場であったか 

 

2. 本研究の概要  

2.1.実践のデザイン 

本実践の目的は日本語教師同士が SNS コミュニティにおいて、深い対話を重視し、協働

を通してより継続的に学び合うことができ、さらに日本語教師の成長にもつながることで

ある。この目的を達成するために、SNS における学びの課題と筆者の問題意識を踏まえ、

本実践に対して、「明確な活動」、「明示的な目標」、「深い対話」という三つの課題を考慮し

てデザインを行った。具体的には、それぞれの日本語教師参加者が筆者が SNS において、

構築した、金曜日に開催される日本語教師の学び合いコミュニティに、自らの教育現場から

の悩みを持ち寄り、「話し合いモデル」（佐藤・児島 2007）を参考した対話の流れを用いて

解決していく場を設ける。 

2.2.調査方法 

筆者は募集情報を発信した後、2021 年 1 月 22 日までに、16 名の日本語教師を集められ

た。最後に、筆者を含めて 17 名の日本語教師が Facebook における「日本語教師学び合い

コミュニティ」の実践に参加した。実践後、基本情報、5 件法を使った質問項目、及び自由

記述という三つの部分から構成したアンケート調査を実施した。また、投稿ログ、アンケー

ト調査の結果、振り返りシートの結果を、クラスター分析と SCAT（大谷 2008）という分

析方法により、考察を行なった。 

 

3. 調査結果と考察 

3.1.課題 1への答えについて 

3.1.では課題 1＜日本語教師参加者は Facebook「日本語教師学び合いコミュニティ」にど

のように評価しているか＞への答えを述べる。 

第一に、回答者の評価により、「日本語教師学び合いコミュニティ」は多くの日本語教師

参加者の成長を促す可能性があると言える。 

第二に、コミュニティの良いと評価した点について、日本語教師は「日本語教師学び合い

コミュニティ」を通して単なる実践知の獲得だけではなく、内省に繋がって深い学びが得ら

れたと言える。そして、異なる国籍、在職している国、所属機関、教育経歴などというよう

な様々な背景を持っている日本語教師が存在しているからこそ、さまざまな気づきが得ら

れやすかった。また、参加者から高い評価をもらった Facebook の機能性について、二つが
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挙げられる。一つ目の利点は、「日本語教師学び合いコミュニティ」はいつでもどこでも、

書き込むことができる、時間と場所に縛られない学び合いの環境である。二つ目は、SNSの

特性である、考えの可視化である。この特性により、Facebook 上で開設された「日本語教

師学び合いコミュニティ」の対話は、日本語教師が内省しやすい環境となった。さらに、「日

本語教師学び合いコミュニティ」のデザインについて、様々なルールやデザインを通して、

発言しやすくなり、深くまで対話できる場だと評価された。 

第三に、「日本語教師学び合いコミュニティ」に対する評価から、本実践の二つの課題が

考えられる。一つ目の課題は、ラポール形成である。二つ目は課題の分類である。以上の課

題から考えれば、リアルタイムの交流と Facebook における「日本語教師学び合いコミュニ

ティ」の場の兼ねあいを考慮しつつ、コミュニティの定義や管理人の役割をさらなる詳細な

検討が求められている。 

3.2.課題 2への答えについて 

3.2.では課題 2＜日本語教師にとって、Facebook「日本語教師学び合いコミュニティ」は

どのような学びの場であったか＞への答えを述べる。 

新人教師の筒花さんと劉さんにとっては、「日本語教師学び合いコミュニティ」は教育観

の変容、実践知、気づきを得て内省ができた場だと言える。そして、新人教師の劉さんにと

って、日本語教師の全体像に認識させる場だと言える。その一方で、15 年以上教育経歴を

持つベテラン教師の上原さんにとっては、「日本語教師学び合いコミュニティ」は、日本語

教育業界を全体的に俯瞰し、認識ができたことで、自分の成長と立ち位置への再認識もでき

た場だと言える。 

 

4. 結論と意義 

筆者は成長を望む日本語教師が継続的に学び会えるように、オンラインにおいて

Facebook のグループ機能を利用し、いつでもどこでも学び会える「日本語教師学び合いコ

ミュニティ」を構築した。本研究はそのコミュニティを対象として、学び合いの可能性につ

いて考察した。SNS における「日本語教師学び合いコミュニティ」は個々の日本語教師参

加者の成長を支えただけではなく、日本語教師のコミュニティ全体までに発展し、相互に成

長させる可能性があると言える。そして、「日本語教師学び合いコミュニティ」は日本語教

師の個々の問題と成長に関与できる可能性があるだけではなく、自分の課題という枠を超

えて、日本教育業界や日本語教師の全体像を認識させる可能性があるとわかった。 

また、教師の成長促進を可能にする学び合いコミュニティの要素を挙げ、SNS における

日本語教師の学び合いコミュニティの一つのあり方を以下に四点提案する。一点目は、多様

な背景を持っている日本語教師の存在である。二点目は、内省を促すための質問を重視する

という対話デザインである。三点目は、明確な目標と具体的な活動の必要性である。四点目

はコミュニティに対して雰囲気の醸成と対話の流れの制御の必要性である。 

本研究の意義としては、二点が挙げられる。一つ目は、日本語教師らが SNS の学び合い
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コミュニティにおける評価と可能性を明確にした点である。二つ目は、SNS において、世

界各地にいる多様な日本語教師をつなげ、日本語教師の成長を促す学び合い場の一つのあ

り方を示した点である。日本語教師が日本語教師になった後で継続的に学べる環境がない

という現状において、本研究がその学べる環境と成長を望む日本語教師の一助になれば幸

いである。 
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慰めのコミュニケーションに対する認識の考察 

紀潔（早稲田大学大学院日本語教育研究科 修士課程） 

 

1.はじめに 

慰めとは何かという疑問は、落ち込んだ筆者が同じ出来事で日本語母語話者と中国語母

語話者との慰めを受けたときに、一般的だと思われる慰めの表現と一般的でない表現に対

し異なる態度をとったことから始まった。多文化社会に生きている我々は、多様な背景を

持つ人に出会う可能性が増えていくことを考えると、母語場面に限らず、接触場面で母語

話者と非母語話者が慰め合う風景は、珍しくなくなってくると思われた。そのため、筆者

は、日本語に興味関心を持つ人をはじめ、相手を慰めようとするのにことばに詰まる人た

ちに慰め行為の手本を示し、慰めるときの想像力を働かせるために、本研究を行った。 

本研究は、「慰め場面」における日本語母語話者の「慰めコミュニケーション」の実態を

明らかにした上で、日本語母語話者（Japanese Native Speaker，以下 JNS）と中国人日

本語学習者（Chinese Japanese Learner，以下 CJL）が「慰め場面」をどのように捉え、

とりわけ、「慰めコミュニケーション」にあたる部分について、それぞれどのように認識し

ているのかを明らかにすることを目的とする。 

研究目的を明らかにするために、以下の 3 つの研究課題を設定している。 

（1）JNS は、具体的な「慰め場面」で、どのような「慰めコミュニケーション」（言語

行為および非言語行為）を展開しているのか。 

（2）第三者としての、JNS と CJL は、（1）の「慰め場面」で行われた「慰めコミュニ

ケーション」に対し、どのような捉え方をしているのか。 

（3）（1）の「慰め場面」に置かれた場合、その既定の文脈条件（場や人間関係、負の感

情が生じる出来事）の中で、JNS と CJL は、当事者として、「慰めコミュニケーシ

ョン」を展開していくときに、何に着目しているのか。 

 

2.研究背景と研究方法 

2.1.研究背景 

日本語学の研究においては、慰めの言語表現を文脈から切り離して論じた研究、また、

慰めの言語表現を分類し、口頭表現の一般化を図った研究が多かった。そして、ポライト

ネスの観点を取り入れて日中の慰め行為の展開の異同、また、その相互行為における日中

間の異同を、日中それぞれの母語場面での分析によって解明する研究なども数多くあった。

それらの研究成果を踏まえた上で、筆者が疑問に思ったことは 3 点であった。（1）慰めの

場面における「慰め」と「励まし」とはどのような関係があるのか、（2）現実の場面にお

いて慰めの言語表現をどのように運用すれば適切と言えるのか、（3）慰めの場面では、母

語場面における日中の行動様式に違いがあるという結論付けがなされているが、それは接

触場面においても同様な結論になるのか、という 3 点であった。一方、慰めの非言語に関
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する詳細な論述がほぼなかったため、その実態を把握することを検討した。 

日本の心理学の研究について、言語学に関わりの深い研究を 2 本取り上げた。それらに

対し、筆者は、とりわけ慰めと sympathy、empathy との関係に疑問を抱いた。 

前述した疑問を明らかにするために、「ナラティヴ」の視覚的材料を取り上げ、「哲学と

しての現象学」（ジオルジ 2013）の立場から「慰め」を捉えた。やまだらは、「心の現実

を形づくる基盤に言語活動がどのように関わるかという議論」では「ナラティヴ」は中核

をなしていると言っている。（やまだ他 2013：p.276）本研究の「認識」という心のメカ

ニズムの解明に「ナラティヴ」が役立つと思われたため、視覚的材料を用いて調査を行っ

た。 

2.2.研究方法 

本研究は、2種の調査により、3 つの研究課題を解明した。1 つ目の調査では、JNS の
「慰め行為」に関連するナラティヴの視覚材料を収集した上で、「慰めコミュニケーション」

の部分の解明を中心に、分析を行った。2 つ目の調査では、JNS と CJL を調査協力者にし、

半構造化インタビュー調査を行った。 

それにあたり、蒲谷（2013）の「〈言語＝行為〉観」に基づく「待遇コミュニケーショ

ン」の枠組みのもとで論述を展開し、「慰め」の「対人コミュニケーション」の分析に重き

を置いた。そのため、「待遇コミュニケーション」の考え方のもとで、また、「慰め」の既

有の定義を踏まえた上で、本研究の考える「慰め」を規定した。さらに、定義に基づいた

テレビドラマの「慰め場面」を 4 つ選出した。その際、Pauwels & Mannay（2020）の

「Integrated Framework」を参考にした上で、基準を設けてサンプリングを行った。 

「慰め」の本質を明らかにし、「慰めコミュニケーション」のあり方を検討したいため、

本研究の「慰めコミュニケーション」について、JNS と CJL がどのように「認識」して

いるのかを「半構造インタビュー」によって調査した。それにあたり、「待遇コミュニケー

ション」の枠組みを参考にして半構造化した質問を 5 つ考えた。 

2 つの調査を通して得た結果は、それぞれどの研究課題の回答となり得るのかを言うと、

視覚材料から選出した「慰め場面」に現れる「慰めコミュニケーション」の分析を行うこ

とにより、研究課題（1）が明らかになる。そして、インタビュー調査から得た文字データ

に「ナラティヴ分析」を行うことにより、研究課題（2）（3）が解明できる。 

一方、分析方法を明示すると、調査 1 に対し、操作主義的な分析を行った。慰められる

側の立場から、視覚材料が描いた三人称物語を一人称物語に書き換えた。その後、「ラボフ・

ウォレッツキー・モデル」、会話分析の「小さいまとまり」という考え方、物語の「プロッ

ト」の性質を援用して分析した。調査 2 に対しては、「慰め場面」と「現実」の文脈を重ん

じた分析を行った。GTA の「オープンコーディング」で得られた語りを、調査 1 の分析で

得られた 4 つの「慰めコミュニケーション」の枠組みに振り分けた上で、「慰め場面」の文

脈にしたがって調査協力者の物語を作成した。そして、調査協力者の「インビボコード」

を抽出し解釈を行った。考察の時には、KJ法の考え方を援用した。 
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3.研究結果 

3.1.テレビドラマにおける慰め場面の様相 

4 つの場面を取り上げたが、本研究で慰め行為と捉えた非言語行為が 2 例あった。1 つは、

「落ち込んでいる相手にパンをあげる」行為であり、もう 1 つは、「やけ酒を飲もうとする

相手の動作を止める」というような随伴的な行為である。一方、慰めをめぐるやりとりに

ついては、やりとりが非言語行為で終わることが見られた。本研究は、「頷き」という非言

語行為を「慰めコミュニケーション」の「終わり」と見なした例を提示した。 

また、テレビドラマの主人公のことばと、原作の主人公のことばに違いが見られた。そ

の違いが創作主体、演出主体の「知」の反映だと考えている。 

3.2.調査協力者の認識の様相 

 場面に対する定義付け、場面の人間関係に対する認識、行為に対する解釈に、調査協力

者の認識の相違が現れている。その相違は国籍、性別を越えたものである。「感覚」、「言語

表現」、「流れ」、「経験」などを委ねて場面の判断が行われたことが多く見られたためであ

る。判断の要素の選択は、コミュニケーション主体の関係性の判断、場面の定義付けに大

きく影響した。一方、調査協力者の語りに「飴と鞭」の考え方が散見している。 

 本研究におけるJNSとCJLは、「observer perspective」という視点で語る傾向があった。

視点の選択が、彼らが注意を払った点を語ったときに現れ、彼らの根拠付けと行為の選択

に影響を与えた。このことについては、調査協力者の「性格」、「能力」、「経験」、「需要」

が関わってくることが明らかであった。また、異なる意見を抱いたときに、「observer 
perspective – field perspective - observer perspective」か「field perspective - observer 
perspective - field perspective」から語りを組み立てることが多かった。 

3.3.考察 

（1）日常に近い慰め場面においては、「慰め」の言語行為と「励まし」の言語行為とを

区分しにくい。一方、出来事の深刻さが高いほど、慰め場面と認識されやすくなる。 

（2）最初から、「事実」を重んじた上で慰められる側に「評価を加えない共感」により

慰めていくことがより良い慰めのコミュニケーションになるかもしれない。また、慰めら

れる側に慰めの根拠となる「事実」を示すことが「accuracy」の確保に役立つため、「場合

によっては、共感しつつ事実となり得る根拠を提示する」ことが前提となる。 

“おまえ如きが責任取ろうなんて、百万年はえんだよって言ったよな。バカ！” 

“バーカ、おまえごときが一人で責任取ろうなんて百万年早
はえ

ぇって言っただろ” 

僕、前に、去年が、ちょっとこう、小さい手術、ちょっと受けたんですけれども。医者さんが、どうせ

麻酔するから大丈夫つって、ま、そうですね。 「大丈夫」とか、あとは、「こんな手術毎日やってるか

ら大丈夫」とか、あとは、ないかな。【CJL-D 243~245】 
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（3）慰め場面を判断したときに、調査協力者は、言語表現、パラ言語表現、知覚といっ

た手段を用いる。とりわけコミュニケーション主体の関係性を判断したときに、判断の手

段が多く見られ、複数の手段を用いて判断を行った人が何人かいる。 

（4）sympathy より empathy のほうが慰めの感覚に近い。Wispé（1986）をはじめとし

た研究者は、慰める側の知覚過程に着目し、sympathy と empathy とを論じたのに対し、

本研究は、調査協力者が慰められる側の立場を考慮したときに、調査協力者自身が慰める

側であったり慰められる側であったりしたときの認識から導いた捉え方であるため、

empathy の捉え方と Wispé（1986：p.318）とは異なる。 

（5）調査協力者は、虚構人物に対し narrative empathy が起きるだけでなく、現実人物

に対しても narrative empathy は生じ得る。前者は、「特定の身分」、「年齢」といった人物

の関連要素に対し生じられる一方、後者は、「役者に対する固有印象」からくる。 

（6）「飴と鞭」の考え方が慰めの「schematic narrative template」になるかもしれない。 

 

4.おわりに 

本研究における「慰めコミュニケーション」に対し、異なる見解が多かったが、調査協

力者に「共感」を覚えさせること、「慰め場面」において慰める側が慰められる側に「共感」

を示すこと、言語表現への着目よりも慰められる側の「情緒的な側面」に着目することを

「前提」とすれば、「慰めコミュニケーション」の考え方自体は、成り立つ。 

日本語教育において、本研究が示した言語の現実を学習者に提示してみることにより、

学習者たちは、より現実に近い言語の使い方が学べると考えられる。相互理解を実現する

ためのコミュニケーションをしていく上にそれらが欠かせないと思われるためである。 
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留学生を支援する留学生スタッフの学び 

―役割と参加の観点から― 
七海美和子（早稲田大学大学院日本語教育研究科 修士課程修了） 

 

1.背景と目的 
 現在、日本における留学生が増加すると同時に、大学や大学院を卒業・修了後も日本に残

る留学生が増加しており、社会とのつながりを見据えた教室外の日本語教育の視点が必要

であると考えられる。また、第二言語習得研究の観点からも、言語使用の背景にある他者と

の相互作用といった点に注目する必要性が指摘されるようになった（義永 2019）。一方、

従来の日本語教育では、教室内で生じる学びに焦点を当てることが多く、教室外で留学生が

どのようなコミュニティに参加しそこでどのような学びを得ているのか注目する研究は少

なかった。 

 本研究では、レイヴ・ウェンガー（1991, 1993）による「正統的周辺参加論」に基づいて、

実践コミュニティへの参加過程で生じる学びについて着目した。なお、学びを「日本語を使

用して実践コミュニティに参加し、そのコミュニティにおける役割を獲得したり、人間関係

を構築したりする中で得られた経験や人間関係」と定義した。 

以上を踏まえて、本研究では教室外の実践コミュニティとして、早稲田大学日本語教育研

究センター（Center for Japanese Language）に所属する「わせだ日本語サポート」1を対

象として取り上げ、そこで留学生を支援する留学生スタッフがどのような役割を獲得し、ど

のような学びを得ていたのか明らかにすることを目的とした。 

 

2.調査方法 
本研究では、わせだ日本語サポートに勤務している、あるいはしていた留学生スタッフ 4

名を対象に半構造化インタビューを行い、日本語学習やわせだ日本語サポートでの経験に

関するデータを収集した。以下の表 1 に調査協力者 4 名の概要を示す。 

 

表 1 調査協力者の概要 

協

力

者 

年

齢 
国籍 母語 

日本滞

在歴 

日本語

学習 

期間 

勤務期間 所属 

A 28 台湾 中国語 約 3 年 約 5 年 2018.9～2019.1 先進理工学研究科 

B 25 中国 中国語 約 4 年 約 7 年 2019.9～現在 2 スポーツ科学研究科 

C 24 中国 中国語 約 2 年 約 6 年 2019.9～現在 日本語教育研究科 

D 24 中国 中国語 約 5 年 約 7 年 2019.4～2020.1 日本語教育研究科 

 

半構造化インタビューで得られた結果は、大谷（2007, 2011）による SCAT（Steps for 
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Coding and Theorization）を用いて分析し、その結果得られたテーマ・構成概念をカテゴ

リー別に分類し分析を進めた。 

 

3.結果と考察 
本研究では、調査協力者ごとの結果と考察を事例として記述し、「役割」と「学び」とい

う観点から 4 名の事例を比較した。 

「役割」に関する 4 名のテーマ・構成概念を比較すると、4 名に共通していたのは「自身

の言語能力や学習者・留学生としての経験を活かした主体的な役割獲得」という点であった。 

上記 4 名の役割の獲得の過程において特徴的であったのは、それまで日本語を学ぶ受動

的な立場に立っていた留学生スタッフが、わせだ日本語サポートへの参加を通して他の留

学生を支援するという主体的な立場に立つようになったことである。教室内では教師と学

生という関係性が前提になっており、学生は教師から教授されることが多いと考える。もち

ろん、学生同士で協働する中で他の学生を支援する立場に立つこともあるかもしれないが、

それは教室内の主要な役割構造ではない。だが、留学生を支援する留学生は、自身のそれま

での学習者・留学生としての経験を活かして他の留学生を支援するという役割を得ていた。

それは、わせだ日本語サポートが教室外の実践コミュニティだからこそ生じる役割獲得の

過程であると考える。 

次に、「学び」に関する 4 名のテーマ・構成概念を比較すると、4 名中 3 名に共通してい

たのは、「日本語能力の向上の実感という学び」と「日本語母語話者との人間関係構築」と

いう 2 点であった。残りの 1 名からは、日本語に関する学びとして「良い日本語に対する

評価基準の変化」という点が挙げられた。このような学びが生じていた理由として、わせだ

日本語サポートが教室外の実践コミュニティであり、日本語母語話者と対等な関係性を築

ける環境であることと、日本語を使って他の留学生を支援する必要性があることの 2 点が

挙げられるだろう。以上 4 名の学びの獲得の過程の特徴として、日本語を使って必要なコ

ミュニケーションが取れること、日本語母語話者と対等な関係で実践コミュニティに参加

していたことの 2 点が挙げられる。 

以上を踏まえて、教室外の実践コミュニティへの参加過程における役割の獲得と学びに

ついて総合的に考察した結果、以下の 3 点を指摘することができた。 

（1）留学生スタッフは、わせだ日本語サポートという実践コミュニティに入ることで、学

習者という立場から支援者という立場に役割が変化していた点 

トムソン（2017）が「コミュニティのメンバーが外国語を実践の中で学ぶと同時に、メン

バーが学習者というアイデンティティから外国語話者、外国語を使用する人という新しい

アイデンティティに移行する瞬間がある」（p.9）と指摘するように、留学生スタッフ達は、

役割が転換すると同時に日本語学習者から日本語使用者へとアイデンティティが変化して

いるといえる。留学生が大学や大学院を卒業・修了後も日本に残る場合、学生という立場か

らではなく違う立場から異なる役割を担って日本社会に参加していくことになるだろう。
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そのような場合に、日本語を勉強している人としてではなく、日本語を使って役割を担える

人として社会に参加していくことになるのではないかと考える。 

（2）留学生スタッフは、コミュニティにある役割を理解しそれを引き受けるだけではなく、

自らコミュニティの中で果たせる役割を見つけ出していた点 

福島（2011）が「日本語教育を『共に生きる』ための能力の育成と考える場合，その目標

は，コミュニケーション方法の獲得のみならず，自他の価値・文化の意識，比較，調整をし，

最終的には自らの価値に従いアイデンティティを管理する能力の獲得も含む」（p.7）と指摘

するように、共にコミュニティ・社会を構成する存在として学習者を捉えていく視点が必要

であると考える。この視点から考えると、留学生スタッフは自身の持つリソースや能力に気

が付き、それを実践コミュニティに参加していくために活用させていったといえるだろう。 

（3）留学生スタッフは共に実践コミュニティを作る存在として、他のスタッフ達と対等な

関係性を築いていた点 

通常、教室内における日本語母語話者は 1 名の教師であることが多く、その 1 名の日本

語母語話者教師と多数の学生の間には力関係が生じていることがほとんどであると考えら

れる。だが、教室外の実践コミュニティであるわせだ日本語サポートにおいては、そのよう

な力関係が生じることはなく、日本語母語話者スタッフと対等な関係を築きながらコミュ

ニティに参加していたことが分かった。三代（2009）が、「人間関係の構築が日本人の参加

者と対等の関係でのコミュニティの形成につながっている点、日本人と共にコミュニティ

へ参加しているという実感をもっている点」（p.8）が留学生の人間関係構築の成功に繋がる

と指摘しているように、日本語母語話者と対等な関係でわせだ日本語サポートという実践

コミュニティに参加していることが、留学生スタッフの学びに繋がっているといえるだろ

う。 

 
4.結論 
 以上を踏まえて、本研究の意義は以下の 2 点に示された。 

（1）教室外で生じる留学生の学びに目を向けた点 

 本研究では、教室外で生じる留学生の学びに目を向ける必要性と立場を変えて日本社

会に参加していく留学生が増加していることを踏まえて、社会につながる場として教室外

を捉え、そこで生じる学びを明らかにした。教室外で生じる留学生の学びに焦点を当て、教

室内のように言語を学ぶことを第一の目標とせず、何らかの役割を担ってコミュニティに

貢献することが求められるような環境下で生じる学びについて明らかにした点に意義があ

ると考える。 

（2）学習者から支援者へと役割が転換する留学生の学びに焦点を当てた点 

本研究では、留学生スタッフが実践コミュニティに参加する中で自身の言語能力や経験

を活かして主体的に役割を見つけ出し担うことで参加を深め、学びを得る様子を明らかに

した。大学や大学院を卒業・修了後も日本に残る留学生が増加していることを踏まえるなら
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ば、日本語を勉強している人ではなく日本語を使って役割を担える人であり、社会に参加し

ていく存在として学習者を捉える必要があると考える。また、共にコミュニティを形成して

いく存在として、留学生スタッフが日本語母語話者と対等な立場で実践コミュニティに参

加していく過程を明らかにした。 

 一方、今後の課題として、（1）縦断的な視点が不足していた点や、（2）調査協力者が参加

する他の実践コミュニティとの関連性に焦点を当てられなかった点、（3）第三者の立場から

の語りや彼らの留学生スタッフに対する認識を扱えなかった点の 3 点を指摘した。 

 

注 

1.わせだ日本語サポートでは、留学生の自律的な日本語学習を支援することを目的とし、大

学院生スタッフによるピア・サポートを行っている（黒田 2012）。 

2.論文を執筆していた 2019 年 9 月時点のことを指す。 
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介護施設における連携・協働関係の構築を考える 
－日本語教育の観点から－ 

渡辺和音（早稲田大学大学院日本語教育研究科 修士課程） 
 

1.はじめに 
日本の介護現場では、高齢化の進行に伴い介護施設を利用する高齢者の人数が急増する

一方で、慢性的な介護人材の不足に陥っている。厚生労働省（2015）によると、2025年に
は、全国で約 253 万人の介護人材が必要になると見込まれているが、介護人材の供給は約
215万人しか見込めず、約 38万人不足するとされている。そのため、介護施設では日本人
の労働力だけでは補いきれず、外国人就労者に頼らざるを得ない状況となっている。また、

昨今、日本の介護現場を取り巻く環境は、著しく変化を遂げている。急速な高齢化の進展に

よる深刻な介護人材の不足に加え、在留資格の新設に伴う職員構成の多様化等が挙げられ

る。そのうえ、2020年初頭から新型コロナウイルス感染症の感染拡大という未曽有の事態
に直面し、全国の介護施設は大きな打撃を受けている。本調査を実施した徳島県内の介護施

設においても、新型コロナウイルス感染症の大規模な集団感染が発生した事例もあった。そ

のため、徳島県内の全介護施設では厳戒な感染拡大防止対策が講じられており、前代未聞の

事態を受け、現場では混乱を極めている。このような状況に鑑み、介護施設では現行の連携

体制を踏襲したままでは、施設内の多様な課題が認識されず、解決に至らないまま放置され

る可能性が考えられる。このような異例の状況下において、円滑なチームケアを遂行し、利

用者に安定的に介護サービスを提供するためには、職員間の連携を一層強化し、協働の在り

方を再考する必要性が増していると考える。しかし、従来の先行研究では、利用者の介護ニ

ーズに適応したサービスを提供するため、多職種・異文化間での連携・協働について議論さ

れたものが多い。そのため、山口ほか（2010）でも指摘されているように、介護施設内での
「多職種のチームにおける協働の研究は比較的多いが、組織内の協働」（p.37）は看過され
てきたという現実がある。そこで、本研究では、介護施設という一組織内に焦点を当て、立

場の異なる構成員に着目する。本研究では、徳島県内で外国人就労者を雇用している 4 つ
の介護施設において、現場で働く「日本人職員」1、「外国人職員」2および運営側の「施設

の関係者」3に焦点を当て、三者間の連携・協働の実態を明確にする。そして、本調査結果

を踏まえ、介護施設内において三者間が連携・協働を図るうえで、どのような日本語教育が

必要であるのかを論考していく。また、介護施設における「持続可能な日本語教育」につい

ても考察する。 
 
2.調査概要 
 本調査を実施した徳島県内の 4 つの介護施設を「施設の展開」、「施設の規模」、「外国人
職員の受け入れ実績」という観点から 2グループに分類し、両者を比較検討した。1グルー
プの A施設および B施設は、徳島県内に本部を置き、全国展開をしている。そして、介護
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施設の入所者の定員が 100名前後の施設である。また、「外国人職員」の受け入れ実績が長
く、専門的な知識やノウハウを有しており、実践経験もある。両施設ともに経済連携協定

（EPA）および技能実習制度の導入後、外国人就労者の受け入れを開始しており、在留期間
満期での帰国を経験している。一方で、2グループの C施設および D施設は、徳島県内に
おいて地域のみで展開し、入所者の定員が 50名前後の小規模な介護施設である。また、「外
国人職員」の受け入れを開始し、C施設は 3年目、D施設は 2年目であり、1グループより
も実績は短い。このように、異なる特徴を持つ両グループの事例を抽出し、双方の現状や課

題を明確にしていく。また、徳島県内の全ての介護施設では、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止対策が講じられており、調査協力者と対面での接触が全面的に禁止されてい

た。そのため、「日本人職員」と「外国人職員」4には、自由記述によるアンケートを行い、

両者間の協働上の問題を調査した。また、「施設の関係者」には、電話面談を行い、施設内

での活動内容の詳細や実施するうえでの意識を調査した。そして、本調査データは、「事例

－コード・マトリックス」を援用し、分析した。佐藤（2008）は、本分析方法について「質
的研究が陥りがちな、事例の特殊性にとらわれて一般的なパターンを見失ってしまう傾向

や少数の事例にもとづく過度の一般化という傾向を避ける上でも有効な手立てとなる」

（p.59）と述べており、本調査データを分析するうえで妥当であると判断し、取り入れた。 
 
3.分析結果と考察 
本調査を通して、各介護施設では「日本人職員」と「外国人職員」が協働するうえで、「日

本語によるコミュニケーションに関する問題」、「コロナ禍による就労に関する問題」、「文

化・慣習・宗教に関する問題」に直面していた。そして、これらの問題は、両者間の協働を

阻害する要因となるだけでなく、対人関係の問題や介護事故の発生等の新たな問題へと発

展していることが明らかになった。また、本調査を通して、「外国人職員」の日本語能力が

不十分であるが故に、介護サービスの質の担保および業務上の安全性の確保の観点から、当

該職員は中心的な介護業務や夜間勤務は担当できていないという施設もあった。そのため、

「外国人職員」は、日本語の使用頻度や他人との接触機会が少ない周辺業務のみを担ってお

り、ディーセント・ワーク 5に就けているとは言い難い状態だった。また、本調査施設の「施

設の関係者」は、「外国人職員」への日本語教育面での取り組みを実施するうえで、現場で

「外国人職員」との接触機会が最も多い「日本人職員」が、主体的に携わるべきであるとい

う意識を持っていた。そのため、「日本人職員」は通常の介護業務に加えて、具体的な活動

計画から実施までの過程を担っており、負担が増大していた。本調査を通して、三者間は連

携・協働が図れているとは言い難い状態であることが明らかになった。このような現状を踏

まえて、介護施設内では三者が情報共有や意見交換を行い、各々が主体的に日本語教育に役

割参加していくべきであると考える。そして、介護現場の実態や職員の意向、要望を反映し

たうえで、実際の介護業務に直結するような日本語教育を展開していく必要がある。そうす

ることにより、「外国人職員」の業務範囲が拡大し、人手不足が深刻な介護施設においても
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即戦力となる人材を育成することができ、「日本人職員」の業務負担を軽減させることにも

つながる。先述のように、「日本人職員」と「外国人職員」が直面している協働上の全ての

問題が直接的に日本語や日本語能力に起因するものではないが、日本語教育により根本的

な問題の解決につながり、両者間の円滑な協働を促進させられると考える。このように、介

護施設内において「日本語ができる外国人が増加することは、結局、日本人にとっても、暮

らしやすい社会を創ることにつながる」（宮崎 2016：48）ため、「外国人職員」の日本語能
力が向上することにより、三者が円滑な業務遂行が実現できる。その結果、介護事故の発生

を未然に防止することにもつながり、ひいては、利用者も恩恵を受けることとなり、施設内

において好循環を生み出すことができる。つまり、介護施設内において三者間が連携・協働

を図るうえで日本語教育は基盤であり、「潤滑油」のような役割、機能を果たすといえるこ

とが明らかになった。 
 

4.おわりに 
本調査を実施した徳島県内には、日本語学校は 1 校もなく、地域日本語教室の普及も進

んでいないため、都市部に比べて日本語を学習する場や機会が圧倒的に少なくなっている。

そのため、「外国人職員」にとって、介護施設が唯一の日本語学習の場となっていることが

考えられる。しかし、本調査施設ではコロナ禍により外部から日本語の講師が施設へ訪問で

きず、1 年以上もの期間、日本語の授業が中止または延期の状態が続いており、「持続可能

性」に欠けていると言わざるを得ない状態となっていた。しかし、コロナ禍においても唯一、

A 施設では従来の教育形態を変更せず、Skype による日本語の授業が継続的に実施されて

いた。このような事例からも、介護施設では遠隔による日本語教育を導入し、いかなる状況

下においても教育活動が継続できるような体制を整備していくべきであると考える。今後

も同様に不測の事態に直面する可能性が考えられるが、その都度、日本語教育を中断するの

ではなく、施設が一体となり、適時適切な教育形態を模索していくことが重要である。そう

することにより、社会情勢の変化に翻弄されることなく、介護施設内において「外国人職員」

の学習機会が確保され、「持続可能な日本語教育」を恒常化させられると考える。 
昨今は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴い、外国人就労者の受け入れが停

滞している。しかし、今後、入国制限が緩和されると、介護分野においても外国人就労者の

大幅な増加が見込まれており、施設内の問題も多様化・複雑化することが予想される。しか

し、一介護施設の自助努力だけでは、解決できる問題に限界がある。そのため、介護施設は、

職員および関係者間の内部連携に加えて、自治体や日本語教育関係者等の外部の多様なス

テークホルダーとも横断的に連携を図っていくべきである。そうすることにより、幅広い分

野から専門性を集結させられ、施設内の多様な問題への対応が可能となり、包括的な取り組

みが展開できると考える。今後、誰しもが介護施設を利用し、介護サービスを享受する立場

になり得るため、本課題に無関係な存在はいないといえる。そのため、本課題は特定の対象

者、関係者のみが取り組むものではなく、地域課題として認識し、市民を含む多様なステー
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クホルダーが緊密に連携を図り、社会全体で「外国人職員」を支えていくという体制が求め

られると考える。 
 
注 

1 「日本人職員」、「外国人職員」および「施設の関係者」の三者を明確に区別するた

め、「」で記載することとする。 
2 経済連携協定（EPA）に基づく「特定活動」、「在留資格『介護』」、「技能実習」、「特定

技能 1 号」の 4種の受け入れ枠組みのもとで、来日した外国人就労者を総称したもの

である。現在は、同一施設内に多様な制度のもとで異なる出身国の外国人就労者が働

いているため、特定の対象者に焦点を当てないものとする。 
3 介護施設の運営に携わり、「人材戦略の立案、人材の調達、人材の格付け、評価・処遇

の決定、人材育成」（清瀬 2017：6）を担う人事部門の職員および管理職員のことを指

す。介護施設内の管理部門の中でも、人事部門は施設内の取り組みや各種制度の設計、

管理を担っており、現場の実態を把握しておく必要性があるため、研究対象として焦

点を当てる。 
4 各介護施設では、5名の「日本人職員」に調査を実施した。また、A施設 5名、B施設

9名、C施設 5名、D施設 3名の「外国人職員」に調査を実施した。 
5 「ディーセント・ワーク」とは、「働きがいのある人間らしい仕事」のことである（国

際労働機関 2009：9）。 
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ケースメソッド授業において内省は必要か 

ー経営学ケースメソッド実践者へのインタビューをもとにー 

アドゥアヨム・アヘゴ希佳子（宝塚大学 東京メディア芸術学部） 

 
1.はじめに  
 ケースメソッド（case method、以下、CM と記す。）は、「ケース教材をもとに、参加者

相互に討議することで学ばせる授業方法」（竹内 2010：18）である。ハーバード・ビジネ

ススクールの CM が、慶應ビジネススクールにおいて「慶應型 CM」として確立され、他大

学の経営学や他分野へと普及した。日本語教育においても、近年 CM が注目されている。 
 
2.経営学 CM の理念と方法 
 経営学 CM の教材は、経営に関する客観的事実、特に問題発生の状況や背景が述べられ

たケース教材である。この教材をもとに、参加者が主体となって相互に討議を行い、教師は

ディスカッションリーダー（以下、DL と記す。）として討議の舵取りを行う。学習目的は、

「自らのよりどころとする知見を編み出す能力や態度を獲得すること」（竹内 2010：23）、
端的に言えば、自己モデル 1の更新であり、人間形成である。また、「学びの共同体」「勇気・

礼節・寛容」「温かいムード」「学生と盟友になる」という 4 点が重視されている。 
経営学 CM のプロセスは、個人予習、グループ討議、クラス討議の 3 ステップから成る。

慶應型 CM の例を挙げると、個人予習では、通常 3 時間前後をかけ、ケースを読んだ上で

設問に対して自分なりの意思決定を行う。その後、10 名程度の小グループで 90 分間討議す

る。最後に、全員（60 名程度）が一堂に会し、教師が DL となって、90 分間意見交換を行

う。教師は正解を持っているわけではなく、参加者各自が討議を通じて自らの正解を構築す

るよう求められている。1 日に 2 ケース、2 年間で 300～400 ケースに取り組む。 
 
3.日本語教育における CM の現状 
 現在、CM 関連で出版されている日本語教育の教材は、ビジネス日本語教育の分野で近藤

ほか（2013）など 3冊ある 2。近藤は、経営学 CM とウォーレンシュタインの「対話的問題

提起学習」を基盤とし、「ケース学習」を開発した（近藤ほか 2019）。ケース学習とは、「事

実に基づくケース（仕事のコンフリクト）を題材に、設問に沿って参加者（学習者）が協働

でそれを整理・討論し、仕事場面を疑似体験しながら問題解決方法を導き出し、最後に一連

の過程について内省を行うところまでの学習である。」（近藤 2015：6）。また、池田玲子は、

経営学 CM をピア・ラーニングの観点から再考し、独自の修正を加えている（池田 2015）。 
 
4.目的 
4.1.日本語教育版 CM の開発 
このように、CM は形を変え、主にビジネス日本語教育の分野で受け入れられることとな
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った。近藤・池田は、2 で述べたような経営学 CM の理念と方法をできる限り踏襲しようと

したのではなく、独自の視点で積極的に修正を加えていった。経営学 CM と、ケース学習

をはじめとする日本語教育の CM には多くの相違点があることが指摘されている（アドゥ

アヨム・アヘゴ、鈴木（印刷中））。一方で、経営学 CM を深く理解し、経営学 CM に必要

最低限の修正を加えた日本語教育版 CM を開発し、日本語教育研究者・実践者たちが参照

できる CM の原点を形として残すことにより、CM のさらなる発展が期待できるともいえ

る。そこで、筆者は慶應ビジネススクールにおいて CM 教授法セミナーを受講し、慶應型

CM の理念と方法を学ぶとともに、そのセミナーの担当講師 2 名に対しインタビュー調査

を行った。本研究は、そのインタビュー調査の一部である。 
4.2.内省に関する考察の必要性 
今回、経営学 CM を理解するための切り口としたのは、内省（reflection）3である。経営

学CMでは授業内に内省の時間が設けられていないが、近藤と池田はともに内省を重視し、

近藤は内省シートへの記入を、池田は討議内容をふまえて個人予習課題を加筆修正すると

いう内省活動を加えた。金（2008）によると、講義形式の知識伝達型の授業であれば、教え

る側が知識を分析、構造化し、効率的に伝達することになる。しかし、自律的学習の場合は、

学習者自らが体験や活動の中で知識の概念化を行う必要がある。その知識の生成のために

必要なのが、内省であるということである。では、なぜ経営学 CM では授業内に内省の時

間が設けられていないのであろうか。筆者はこの点に着目し、以下の研究課題を設けた。 
研究課題 1. 経営学 CM において、内省が授業内に組み込まれていない理由は何か 
研究課題 2. 経営学 CM において、内省は重要だと考えられているか。その理由は何か 
研究課題 3. 経営学 CM において、内省を行うための具体的な試みは何か 

 以上の研究課題を通して、経営学 CM における内省について考察し、日本語教育版 CM
における内省の扱いへの示唆を得ることを本研究の目的とした。 
 
5.調査方法及び分析方法 
所属機関の研究倫理審査委員会の承認を得て、慶應型 CM の普及に努めている竹内伸一

（名古屋商科大学教授。以下、竹内と記す。）及び経営学 CM 実践者である丸尾聰（事業構

想大学院大学教授。以下、丸尾と記す。）に対して、内省、討議の方法、ケース教材に関す

る半構造化インタビューを行った。本研究では、内省に関するデータのみを分析対象とす

る。竹内に対しては 110 分、丸尾に対しては 90 分、Zoom を用いてオンライン上で行い、

録画した。データは、逐語的に文字化した後、先行研究をもとに切片化、ラベル付け、カテ

ゴリー化という手順で分析を行った。大カテゴリーを≪≫で、小カテゴリーを＜＞で示す。 
 
6.結果の分析 
6.1.経営学 CM における授業内の内省の排除の理由（研究課題 1 への回答） 
まず、内省の排除の理由の一つ目は、≪運営上の問題≫である。ビジネススクールは平日
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の夜や土日に集中授業を行う形式が主流になっており、＜時間的制約＞の中で個人予習、グ

ループ討議、クラス討議という必須の 3 ステップを優先させるために、任意の内省は排除

されている。＜時間的切迫感を保つ＞ことは、多忙な中で決断を下す経営リーダーにとって

必要であり、内省の時間を確保するために授業の時間配分を見直すことはしていない。 
同時に、内省の≪授業内での必要性への疑問≫もある。ビジネススクールの学生は年齢層

が高いため、内省の時間を設けなくても最適の環境で＜自力で内省できる＞。また、成績に

考慮されず＜学生にとって価値が見出しにくい＞内省というものの重要性を学生が受け入

れるとは限らない。＜内省を強制することへの疑問＞も生じる。年齢層の高い学生に対し

て、人間形成を目的として深く＜内省にまで立ち入ることへの疑問＞を持つ教員もいる。 
さらに、≪授業内で本当の内省が難しい≫という問題もある。＜内省する段階は授業より

後＞だからだ。自分の凝り固まった頭を柔らかく解きほぐし（＝解凍）、自己モデルを望ま

しいものに変更し（＝移動）、新しい自己モデルを定着化（＝再凍結）することにより、自

己モデルを更新することが CM における学びである（竹内 2010）。しかし、授業内で全過

程を完了させることは難しい。また、＜内省の促し方への疑問＞もある。「今から内省の時

間ですよ、どうぞ！」と言えば内省が促されるのか。学生が内省したふりをしたり、教師が

内省を押し付ける場合もあり、＜内省を教員が誘導する危険性＞も考慮せねばならない。 
6.2.経営学 CM における内省の重要性（研究課題 2 への回答） 

6.1 で述べたことは経営学 CM における一般的な考え方であり、両者は個人的には内省は

重要であると考えていた。その理由の一つ目は、≪内省という行為自体が重要≫だからであ

る。内省は価値が見出しにくいもので、限られた人にしか価値が感じられない＜難しいから

重要＞なものである。また、竹内は、人間形成が CM の目的であり、＜内省が授業の目的

＞であるから重要であると考えていた。一方の丸尾は、ケースを自分事として考え、実践す

ることが授業の目的であるから内省が重要なのだと述べた。また、他人の内省から学びを得

ることが多く、＜内省によって学ぶから重要＞であるともいえる。さらに、経営リーダーに

とっては、時間的切迫感のある状況下において＜内省するスキルが重要＞となる。 
二つ目の理由として、≪内省された記録が重要≫なため、内省は重要である。楽しむだけ

ではなくきちんと考え、揮発性の高い授業中の気持ちを記録することは、＜忘れないための

記録として重要＞である。また、内省の記録は＜学び・成長の記録として重要＞となる。 
6.3.経営学 CM における内省のための具体的な試み（研究課題 3 への回答） 
 授業内で≪内省させるためのしかけ≫の一点目は、＜考えさせるためのしかけ＞である。

丸尾は授業時間に余裕があるため、今日獲得できたもの、獲得できなかったもの、明日から

実践したいことについて書かせ、一人ずつ言わせている。余裕がない場合は、4回に 1回、

CM を行わず、課題について学生自身の生活に引きつけて考える時間にするという。次に、

＜記録させるためのしかけ＞としては、竹内は将来の自分に対し、「この続きを考えてくれ、

これについて考え直してくれ」という申し送りの手紙を書くよう伝えているという。また、

≪内省を重要視させるためのしかけ≫として、丸尾は内省活動を成績評価に加えている。 
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7.考察 
 近藤・池田が内省を重視している一方で、竹内・丸尾も、内省こそが CM 授業の目的で

あるというほど、内省を重視していた。日本語教育版 CM においても、内省は必要不可欠

なものとなるだろう。しかし、内省の範囲及び深さについては再考の余地がある。内省を討

議の振り返りにとどまらせず、いかにケースから離れさせ、自分自身に近付けさせるか。そ

して、いかに解凍・移動・再凍結の完了に近付けさせるか。CM の目的を自己モデルの更新

による人間形成と設定するならば、討議の振り返りの先にあるより深い内省に重点を置く

必要が出てくる。今後は実践研究を重ね、日本語教育版 CM の開発を進める必要がある。 
 
注 
1 自己モデルとは、自己認識及び外界認識の仕方を指す（竹内 2010）。 
2 異文化コミュニケーションを学ぶ留学生用教材も一冊出版されている。 
3 本研究では、Boud, Keogh and Walker（1985 : 19）を邦訳した金（2008 : 2）に従い、

内省とは「個人が自分の体験について新しい理解や評価を見出すために、その体験を対

象としてそこに何があるかを探る認知的・情意的活動である」と定義する。 
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日本語教育は難民申請者に対する日本語支援にどのように関われる

か―神奈川県鎌倉市の難民申請者支援施設を事例として― 
大年萌音（早稲田大学大学院日本語教育研究科 修士課程） 

 

1.問題意識 

 条約難民 1として難民申請中の外国人（以下、難民申請者）の中には、長期にわたる申請

期間中に在留資格を失う者も多い。公に滞在が認められていない難民申請者たちに対して

は、外務省の委託を受けた難民事業本部（RHQ）による補助金が唯一の公的支援であり、

その範囲も非常に限定的であると言われている（新島 2020）。 

 筆者は知人の紹介を受け、神奈川県鎌倉市で難民申請者を支援する NPO 法人が運営する

A 施設で、日本語レッスンを担当している。A 施設は「国内最大規模のシェルター」（東京

新聞 2021 年 9 月 18 日夕刊記事）として、住む場所に困る難民申請者を受け入れてきた。

同 NPO 法人は近隣住民に依頼し、難民申請者に日本語レッスンを提供している。 

A 施設で支援活動を行う中で、難民申請者という立場の特殊性を知った。A 施設に入居す

る難民申請者はそのほとんどが在留資格を持たず、仮放免 2 の許可を受けて生活している。

市役所に彼らの住民票は存在せず、行政サービスを受ける機会は限られている。また母国で

の迫害から逃れてきた難民申請者の中には、宗教や政治的立場の違いによって同国人コミ

ュニティを頼れない者も多い（石井 2010）。加えて難民申請者は日本での定住が確定して

おらず、一人一人が抱える問題もさまざまである。 

筆者自身、難民申請者の日本語支援者としてどのような支援をすべきか、自分の支援が難

民申請者にとって適切なのかといった不安感を抱いていた。A 施設の日本語支援を担当す

る地域住民ボランティアは複数名いたが、支援者間のコミュニケーションはほとんどなく、

こうした不安感や問題意識を共有できないことも課題として感じた。 

以上の点を踏まえ本研究では、難民申請者を支援する A 施設を事例として、支援者の観

点から難民申請者の日本語支援について検討する。日本語教育の専門家ではない地域住民

ボランティアによる難民申請者への日本語支援の現状と課題を明らかにすることを、本研

究の目的とする。そしてその課題に対し、日本語教育の専門家がどのように関わることがで

きるのか考察した。 

 

2.先行研究 

 古藤（2012）は、難民申請者が貧困に陥りやすい理由の一つとして、日本語能力の低さを

挙げている。日本における難民申請の平均処理期間は長く、申請中に難民申請者が自立して

生活できる日本語能力を身につけることが難民申請者の将来のためにも重要である（森谷 

2012）。しかし、申請中の難民に対して公的な日本語支援が充実しているとは言い難い（新

島 2020）。難民申請者を含む難民に対しては、その特殊性を考慮した日本語支援が求めら

れる（伴野 2013）が、その実現には分野をまたいだ支援者間の連携が不可欠であるとされ
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ている（伴野 2013、井口・長谷部・石井 2013）。 

 先述の通り、本研究は公的な支援に乏しい難民申請者に対する日本語支援に焦点を当て、

加えて地域住民ボランティアが日本語支援に関わっているという現状を取り上げたもので

ある。宮崎（2010）は、日本語教育の専門家ではない人々も日本語教育に役割参加する必要

があると述べ、市民リテラシーを目標理念として掲げた。そしてその醸成に寄与するものと

して、宮崎（2016）はアウトリーチ型の日本語教育支援を提唱している。アウトリーチとは

「外へ（out）手を差しのべる（reach）」（宮崎 2016：38）という意味であり、さまざまな

理由で日本語教育機関に通うことができない外国人へ手を差し伸べることもアウトリーチ

型支援に含まれる。難民申請者の多くは自ら日本語を学びに日本語教育機関へ足を運ぶこ

とが難しく、その意味でアウトリーチ型支援の対象であると考えられる。また、日本語教育

の専門家ではない地域住民ボランティアによる支援を検討することで、市民リテラシーの

醸成に関する議論に寄与すると考えている。 

 

3.調査概要と考察 

3.1.調査概要 

 神奈川県鎌倉市で難民申請者を支援するA施設で日本語レッスンを担当する 2名に対し、

質問者 1 名に対して回答者 2 名の形式で、約 1 時間の半構造化インタビューを行った。回

答者は両者とも日本語教育を専門的に学んだことはないものの、A 施設の中で約 3～6 ヶ月

にわたり日本語レッスンを行ってきた。インタビューでは、これまでの支援の経験やレッス

ンの内容、レッスンで感じた課題や不安感などについて質問した。得られたデータは佐藤

（2008）「事例―コード・マトリックス」を援用し、分析を行った。 

3.2.分析結果と考察 

 調査当時、A 施設では 3 人の難民申請者が日本語レッスンを受けており、その目的も内

容も全く異なるものだった。しかし共通の課題として、一般的な日本語教育現場で用いられ

るテキストが難民申請者に適さないことや、専門的な日本語教育の知識がないことによる

支援者の不安感があった。 

A 施設における難民申請者に対する日本語支援の現場は、地域日本語教育現場における

支援の一つと言うことができる。地域日本語教育そのものが日本語学習者の多様化するニ

ーズに応えることを目的にしている以上、難民申請者のニーズを的確に分析しカリキュラ

ムを作成することが求められる。そのためには日本語教育の専門知識が不可欠であり、難民

申請者に対する日本語支援に日本語教育専門家の介入が必要だと考えられる。一方、A 施設

のように地域住民が難民申請者支援に関わることも重要である。地域住民が難民申請者と

のコミュニケーションスキルを身につけることができれば、宮崎（2016）の主張する市民

リテラシーの醸成が期待できるからである。そのためにも、日本語教育専門家と地域住民と

の連携・協働が必要となる。また、難民申請者への日本語支援を日本語教育だけの問題とし

て捉えるのではなく、分野横断的な連携を取ることも求められる。 
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4.結論 

4.1.難民申請者に対する日本語支援はなぜ必要か 

 日本の難民申請者は、必ずしも全員が日本に定住するとは限らない。しかし、難民申請者

が日本語能力を身につけて日本人住民と共生することは、難民申請者が日本社会の不安定

要素となることを防ぐほか、働き手の確保、SDGs への貢献など日本社会の視点からしても

メリットが多いと考えられる。宮崎（2016）が述べるように、「日本語ができる外国人が増

加することは、結局、日本人にとっても暮らしやすい社会を創ることにつながる」のである。

また、より一般化して考えれば、外国語を学びその土地の住民と共生することは、難民申請

者の将来において避けられないことである。その意味において、日本における日本語支援は

そのためのトレーニングとなり得る。 

4.2.日本語教育は難民申請者に対する日本語支援にどのように関われるか 

 難民申請者の中には、日常生活が安定しないことなどを理由に日本語学習に消極的で、必

要な日本語支援を受けられていない者もいる。日本語教育専門家はそのような難民申請者

がいる場所へ出向き、「アウトリーチ型日本語教育支援」（宮崎 2016）を行う必要がある。

また、難民申請者の日本語学習ニーズを探り、日本語レベルの基準や教材開発を行うことも、

日本語教育の専門家として難民申請者に対する日本語支援に貢献できることである。そし

て最後に、地域住民にやさしい日本語や難民申請者との接し方を教えるなどの働きかけも

重要である。地域住民と難民申請者の間のコミュニケーションを円滑にする手助けをする

ことが、日本語教育の専門家には求められている。 

4.3.提言 

 前節では難民申請者に対する日本語支援について、日本語教育の専門家がどのように関

われるかを検討した。本節では、本研究における A 施設のような難民申請者支援団体、お

よび難民申請者が生活する地方自治体に対して提言を行う。まず難民申請者支援団体には、

日本語教育の専門家を交えた日本語支援体制の整備や、地域住民と難民申請者の交流促進

を行うことが求められる。次に地方自治体に対しては、その地域で暮らす難民申請者がどの

ような生活を送り、どのような支援を必要としているのかといった実態調査を行い、それを

踏まえた要望を国へ提出していくことが必要である。そして最も重要なことは、難民申請者

を取り巻く各支援主体の相互協力・連携であると考える。 

4.4.本研究の課題 

 本研究は難民申請者の日本語支援者に対して調査を行い、支援者の語りをデータとして

収集した。そのため、今後は難民申請者に対する調査を行い、難民申請者自身が日本語学習

をどのように捉えているのか、どのようなニーズを抱えているかなどを明らかにしなけれ

ばならない。また支援者についても、A 施設以外の難民申請者支援団体や地域日本語教室、

日本国外の取り組みなど、多角的な視点で難民申請者の日本語支援を捉えることが求めら

れる。 
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注 

 1 条約難民とは、1951 年に国際連合が採択した難民の地位に関する条約（難民条約）に 

定義された難民のことを指す。日本において条約難民として認められるには、申請を 

して認定を受けなければならないが、日本の難民認定数は他国に比べて低いことが知 

られている（新島 2020）。 

 2 仮放免とは、入国者収容施設に収容されている者が一定の条件のもと、一時的・例外 

的に身体の拘束を解かれる制度である。仮放免が許可されると、保証金納入義務、出 

入国在留管理庁への定期的な出頭義務などが課され、指定された地域に行動を制限さ 

れるほか、就労は禁じられている（仮放免取扱要項第 17 条、第 18 条）。 
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・「羽のパターンの違い」…「日本語教育の多様性」 
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